
実施期間：8月14日（金）～8月23日（日） 回答者数：215人

非常に満足 34
やや満足 118
どちらともいえない 42
やや不満 15
非常に不満 4
わからない 2

非常に満足 29
やや満足 111
どちらともいえない 39
やや不満 31
非常に不満 5
わからない 0

言葉の意味も含めて知っていた 57
なんとなく言葉の意味も含めて知っていた 97
言葉の意味を詳しくは知らなかったが、聞いたことはある 44
はじめて聞いた（今まで知らなかった） 17

知っている 139
知らなかった 76

知っている 67
知らなかった 148

参加したことがある 39

【４】「特定外来生物」が豊田市にも生息していることをご存じですか？

【５】「希少野生動植物種」が豊田市にも生息していることをご存じですか？

【６】生物多様性を保全する活動・イベントに参加したことがありますか？

第5回  Eモニターアンケート　環境基本計画に関するアンケート

【1】お住まい周辺の、自然とふれあえる場の多さについて、どのくらい満足をしていま
すか？

【2】お住まい周辺の環境に対し、全体としてどのくらい満足をしていますか？

【３】「生物多様性」という言葉をご存じですか？



参加したことはない 176

計画的な買い物や、食べ残しをしないなど、できるだけ無駄
のない生活をする

165

フリーマーケットやリサイクルショップ、フリーマーケット
アプリの利用など、不用品の再利用

70

ごみの分別やスーパーの回収ボックス、地域の資源回収への
持ち込み

173

常設で資源を回収する「リサイクルステーション」の利用 188
上記のうち取り組んでいるものは全くない 1

環境学習講座や自然観察会への参加 25
ニュースで話題になった環境講座などについて家族や知人と
話す

132

上記のうち取り組んでいるものは全くない 72

電化製品を買うときは、省エネ型の製品を選ぶ 154
電気使用量を確認して、なぜ増えたか（減ったか）という原
因を考える

113

鉄道・バスなど公共交通機関を利用する 22
豊田市やその近郊で取れた野菜やお肉などの食材を食べる 113
上記のうち取り組んでいるものは全くない 10

洗剤や油を使いすぎないなど、水を汚さないようにする 127
調理くずを流さないなど、汚れた水を流さないようにする 154
地域の環境美化活動に参加する 96
上記のうち取り組んでいるものは全くない 10

【７】ごみやリサイクルに関して、日頃少しでも取り組んでいるものを選択してくださ
い。（複数回答可）

【８】環境学習に関して、日頃少しでも取り組んでいるものを選択してください。
（複数回答可）

【９】エネルギーに関して、日頃少しでも取り組んでいるものを選択してください。
（複数回答可）

【１０】環境保全に関して、日頃少しでも取り組んでいるものを選択してください。
（複数回答可）



言葉の意味も含めて知っていた 38
なんとなく言葉の意味も含めて知っていた 87
言葉の意味を詳しくは知らなかったが、聞いたことはある 50
はじめて聞いた（今まで知らなかった） 40

【１２】生活している中で、気候変動の影響を受けていると感じることを教えてくださ
い。

【１１】「気候変動への適応」という言葉をご存じですか？

・カメムシの発生でミニトマトは真っ赤でなく色合いが悪かった。
・キュウリは暑さで成りが悪く、例年より早く枯れてしまった。

「四季」を感じにくくなってきている。特に春・秋がなくなったと思
う。
冬に雪が降らなくなった。
クマが人里近くに現れたという情報が増えた。
ゴーヤやアサガオのつるがやせてきている。グリーンカーテンが以前
はしっかりとしていたが、すすけているようなものを見かけることが
多くなった。
花木に水をやってもすぐにしおれてしまう。
野菜も果物も旬の時期がわかりづらくなった。売り場に出ている期間
も短くなった。
学校等は暴風警報が出ているときのみ休校等になったが、最近は大雨
が多く、大雨警報時の対応も再び必要かと感じる。
土もの野菜やお菓子類は常温で保管していたが冷蔵庫に入れるように
なった。
農作物の獣害が増えた。

・ゲリラ豪雨
・夏の暑さ（ここ数年で最高気温が高い場所に豊田市が報道されてい
るように感じる）

・夏が非常に暑い(気温の異常)
→マスクをしているのが息苦しい。車の屋根の塗装がはげるなど、外
に置いてあるものの傷みがはげしい。15年くらい前まではエアコン
なしでも夏を過ごせいてたのに、今は夏にエアコンなしでは過ごせな
い。
・局地的豪雨による洪水被害
・セミが鳴きはじめるのが早くなり、鳴き終わるのも早くなった



30年前には考えられなかった夏の暑さ。ゲリラ豪雨。

20年前は、雪が降って、日陰の道が一週間以上凍ったままである事
が、冬場には比較的多くあった。
しかし、ここ数年は、路面凍結があまりない。

・夏の暑さ：世界規模でひどくなっていますね
・夏の降水量（雨の降り方）：あまりにまとまった雨が降りすぎる
・記録的な大雨が降る頻度が増えた
・スコールのような、突然の大雨・夏の猛暑
・極端な夏の暑さ
・ゲリア豪雨も含めた大雨の多発
・猛暑(連日の真夏日)
・ゲリラ豪雨

・猛暑日が増えた。
・ゲリラ豪雨がある。
・今年は長梅雨だった。
・暖冬の年が多い。
・桜の開花が早くなり、入学式には花が散っている。
・日本古来の動植物が減ってきている。西洋タンポポ、アメリカザリ
ガニが多い。

35度を超える猛暑の日や熱帯夜が増えた。
熱中症で病院に運ばれたとか熱中症に気を付けてなど熱中症と言う言
葉を良く聞くようになった。
台風や大雨の線状降水帯とかで被害が大きくなった。
雪はあまり降らなくなった。

1:暖冬2:夏の異常な暑さ3:ゲリラ豪雨4:3による河川の氾濫5:季節外
れの開花（暖冬に因る）

・夏の異常な暑さ。
・ゲリラ豪雨。
・家庭菜園のトマトが暑さで実が茹ってしまう。

・夏の暑さ(気温の高さ)
　エアコンの使用日数が増えた(特に夜間)
・残暑が厳しい
・蝉、蚊などの昆虫、生き物の減少
・冬の暖冬か(雪の降る日が減った)
・ゲリラ豪雨の増加



ゲリラ豪雨による災害。自分自身は被害にあったことはありません
が、昔は通り雨程度の扱いで災害につながるような雨ではなかったと
思います。
ウナギが減り続けていて、値上がりしてしまい、気軽に買えなくなっ
てしまいました。
サンマも、庶民的な魚でしたが、今は、少し特別感があります。
温暖化に伴う、夏の暑さは、命の危険を感じます。

ゲリラ豪雨の多発
ここ数年の夏の暑さ
豪雨災害の頻発
夏の生き物（蛇やとかげ類）の減少等
すごしやすい日が減っている。
自分たちが子供の時より最高気温が高い

ゲリラ豪雨が増えてきている

カミキリムシが大量発生し、バラが枯れそうになる。
カメムシも大量発生し、野菜を栽培すると被害を受けた。
雑草は膝丈より高い種類が多くなった。
雑草は水やりをしなくても枯れない。除草剤をまいてもすぐに復活す
る。
冬が暖かくなり、チューリップの球根の芽出しが早い。
ゲリラ豪雨

ゲリラ豪雨。室外機の熱さ。車の中の熱さ。熱帯夜。
ゲリラ豪雨・夏の朝夕の涼しさがなくなった・クワガタ、カブト、蛍
が少なくなった

あまりの暑さにエアコンの設定温度が27℃から25℃に下げた。
あと野菜が高すぎて買えない。

ゲリラ豪雨が増えたように思う。夏場の最高気温が40～50年前と比
べると10度近く上がっていると思う。

ゲリラ豪雨、水害、熱中症



雨の降り方が異常だと思う
春夏秋冬の変化がなく季節感を味わうことが少なくなった
温暖化で、夏は異常な暑さ、冬は昨年は雪が降らないほどに、北極南
極の氷も溶けたり、富士山の雪も溶けるなど。また、集中ゲリラ豪雨
も心配。

夏の暑さ
冬の寒さ
降水量
わたしが小さいときは近所で雪だるまを作ったり、雪がたくさん降っ
ていたが、最近雪が降らなくなったし降っても積もらず、雪だるまな
んてとてもじゃないが作れない
異常な夏の暑さ。梅雨時期に庭先でカタツムリを見かけない。春と秋
が短い。
異常な暑さ、
アスファルトが多い豊田市
自然がいっぱいあるのだからいかしていけたら良いと思う。

 一年を通して気温が上がっている
夏や冬に比べて春や秋の期間が少ない
ゲリラ豪雨が増えている
昔は見かけなかった白黒の小さな鳥を見る
アブラゼミよりクマゼミが多くなった
雨が降り続くため、庭に水たまりができる（雨の量が多いため）

どうしてこんな地球になっていくのか、
四季の微妙な変化を感じにくくなっている。
このまま毎年暑い夏になっていくと、クーラーを使い
さらに人的にも暑い地球にしてしまう。
線状降水帯のように突然の急激に増える降水量にも、
従来のインフラ、川、用水では対応できなくなっている。
そうした状況で道路陥没や倒木等で電気や水を
支給できなくなると、
高齢者は生きていくのもむずかしくなる。



夏が異常に暑くなった。10年と言わず、数年単位でどんどん暑く
なっている。今まで冷房をほとんど使わずに過ごしてきたが、今年は
1日中つけておかないといられない。暑い中、子供の登下校が心配で
送迎することが増えている。
雨も短時間にとんでもない量が降るかと思うと、全く降らない日が何
日も続く。豊田市の中でも、他所の地域と比べて自分の住んでいる地
域はあまり雨が降らないように感じる。最近、夕立ちがあまり降らな
い気もする。だから、庭木の水遣りの回数や量が増えて水道代が余計
に掛かる気がする。雨の打水効果も無いからとにかく暑い。
温暖化が進み、南国の植物も簡単に越冬できるようになったと思う。
以前は、寒くなると屋内に取り込んでいたハイビスカスやシャコバサ
ボテンは、風の当たりにくい軒下に出しっ放しで枯れることはなかっ
た。
以前はツバメが渡ってくるのはゴールデンウィーク頃だったと思う
が、最近は3月下旬に見かけることもあるように思う。でも、渡って
いく時期が早くなったかどうかはよく分からない。日本にいる期間が
伸びているような気がしないでもない。
雪が降る頻度も減っている気がする。毎冬、スタッドレスタイヤに履
き替えるが、スタッドレスの必要が全くない年もある。
夏が暑い
アブラゼミよりクマゼミの方が多くなった
夏が暑くなっている、夕立が少なくなっている、雨の降り方が極端に
なっている(短時間の降水量が多い、長い間に降り続くなど)、雪が少
ない、花粉の飛散が多い。

夏のエアコン使用が増えたと思います。以前は車のエアコンもあまり
使いませんでしたが、今は使わないと危険かもと思っています。なん
だか季節の移り変わりが昔と違い、春秋が短くなったような気がしま
す。家の周辺では以前見かけなかった動物を見ることがあります。い
たちです。鳥はヒヨドリ、カラスが多く、ハト、雀は少なくなりまし
た。家から近い畑周辺では、いのしし、ハクビシンがよく罠にかかる
ようです。

夏の異常なあつさ
雨の降り方の変化

夏が暑すぎる
夏が暑すぎる。ゲリラ豪雨が増えた
夏が毎年暑くなってる



夏の異常な暑さ ゲリラ豪雨などによる川の氾濫の増加
夏の異常な暑さ 暖冬
夏の異常な暑さ
雨が降る時の急な激しさ
夏の異常な暑さ、四季の変化のずれ、大雨による災害
夏の異常な暑さ。
山に行ったが昆虫が少なかった。
夏の厚さ異常だと思う
冬は、以前にはもっと雪が降っていたと思う
蚊も今は、凄く少ないと思う
蝉も夏になるとよく泣いていたのにほとんだ家の周りには見ない
夏の最高気温
夏の最高値が４０度近くになり、異常気象のせいでゲリラ豪雨が増え
た
夏の暑い日が増えて、９月末ぐらいまで夏の様なきがする
又、雪の降る日が殆どなくなった気がする。最近は、
大雨の日が増え、河川の冠水を気にするようになった。
夏の暑さ、ゲリラ豪雨
夏の暑さ、集中豪雨の多さ
夏の暑さ
蝉の種類の変化　以前はアブラゼミが多かったが、最近はクマゼミが
多い
夏の暑さ、冬の寒さ、異常気象

 夏の暑さ（猛暑日の多さ、熱帯夜）が、年々増している。
雨の降り方が集中的な豪雨
夏の暑さ、それに伴いコバエや蚊が減っているように感じている。各
地での大雨の多さ。
夏の暑さ、蚊や蟻などの熱帯地域に生息する虫の国内への侵入拡大、
異常気象で作物が育ちにくい、豪雨や台風の増加や予測不能さ、干ば
つ、温暖化、熱中症の増加、カビや虫の異常発生など
夏の暑さ、各地での豪雨被害の多さ・ひどさ、梅雨の時期（今年は梅
雨明けがかなり遅かった）、アサリの不漁、サンマの不漁
夏の暑さ、降雪の減少、ゲリラ豪雨の増加
夏の暑さ、豪雨の増加



夏の暑さ。
災害級の暑さといわれ外に出ることも困難になる時がある。数十年前
とは違うことを大人が頭に置いておかなければいけない。
夏の暑さ。熱中症の多発。ゲリラ豪雨。巨大な台風の到来。作物の高
騰。コロナウイルスの猛威。自粛在宅する子供達のネット、ゲーム依
存。
夏の暑さ・自然災害
夏の暑さ・冬の寒さ（雪の量）などが年々変化している。
生き物の生息範囲が変化している。
夏の暑さ・冬の寒さ・雨の多さ・ゲリラ豪雨・台風の大きさ・植物の
生え方
夏の暑さ…昔は40年ぐらい前はお盆過ぎればすずしくなったけど今
はモット暑くなり長く続く。
熱帯夜がいつまでも続く。
夏の暑さが、年々増している
夏の暑さがひどくなった。

夏の暑さがひどくなっている。３５℃以上になる日が多くなった。
梅雨の期間が例年になく長かった。
カメムシが例年以上に多い。
グリーンカーテンにゴーヤを栽培しているが、雨が多いため、生育が
早かった。
雪が積もらなくなった。年に一度は１０cmぐらい積もっていたが、
最近は積もらない。
冬が暖かくなってきた。

夏の暑さが異常と思われるほどの温度なのでエアコンを朝からつけて
いる
夏の暑さが異常に高い、豪雨の頻度が多い、豪雨などで川の魚が減
少、畑をやっているがﾓﾝｼﾛﾁｮｳが減少、気温が高く熱中症になる人が
多い

夏の暑さが昔に比べて異常。昔はエアコンがなく扇風機で過ごせた。

夏の暑さが年々高温になっている
冬の降雪量が年によって差が激しい
冷暖房を使わずに過ごす日数が少なくなった



夏の暑さで、エアコンをつけっぱなしである。
気温の変化が急である。
秋が遅い。
夏の暑さとゲリラ豪雨の頻度。
大雨による洪水被害。
夏の暑さは異常に感じる。
大人はエアコンの中で過ごせるが子どもたちが心配。
中高生のこどもの部活等、どんな配慮がされているのか気になりま
す。
また、春秋のちょうど良い気候の時期が短くなっている気がします。
夏の暑さは子供のころに比べ酷くなった

夏の暑さは気温から分かるように明らかに厳しく、照りつけによる体
のダルさを感じます。
熱中症の対策として外に出ないというのは必要なことですが、不自然
に感じます。
冬の寒さは、祖父母世代はつららが珍しくないほど厳しかったと聞く
ので、今は温かい冬なのだろうと思います。
夏場は調理したものを冷蔵庫に入れないと次の日必ず腐ります。
自分が子供の頃(20年前)は翌日腐るといったことはありませんでし
た。
豪雨被害が年々増えているように感じます。
自然災害で恐いのは昔は台風と地震だけだったのに、雨まで気を付け
なければならないのは、驚きです。

夏の猛暑、ゲリラ豪雨、雪が降らない
 夏の暑さは年々暑く感じている

冬は寒いが前より寒くない気がする。雪の降る日が少なくなった。
夏の猛暑
豪雨などの自然災害が増えた
そのせいか水不足はあまり言われなくなった気がします。
回覧板で外来植物だと思うが黄色い花を見つけたら抜いてくださいと
いうチラシをよく見るようになった
夏の猛暑、極端な雨の降り方、雪の降りが少なくなった



外気が暑くて、エアコンが例年よりききにくくなった。
確実に年々夏の暑さが増していると感じる。過ごしやすい春と秋が短
くなっていると感じる。

夏は最近特に暑いです。
又、外来生物が多く農作物への被害が増えていると思います。
夏の猛烈な暑さ。
雨の降り方の異常さ。
野鳥が減っている。

夏の猛暑、夕立、台風の強さや雪の減少。気候変動とは関係ないかも
しれないが、水質浄化による三河湾で獲れてたアサリやシャコの激
減。今までとは違う植物や生物の種類など影響を受けていると感じ
る。
ついでにいえば、矢作川の水位というか川底というかどんどん低く
なっている気がする。橋脚が掘られるような感じ。
夏の猛暑日の多さ

夏はとても暑くなっていると感じます。飼っているカブトムシは暑さ
からか、土の上に出てきています。
冬も暖かく感じます。30年前の早朝は川面から湯気？を見ることが
ありましたが、今はありません。朝や夕方外にいて、耳が痛くなるこ
とも少なくなったように感じます。

夏は暑くなって熱中症になりやすくなった。秋も気温が高く、冬は由
紀が少なくなった気がします。
豪雨も増えた。
夏は暑さが厳しくゲリラ豪雨が多い。
降雨量も多く土砂崩れや浸水が頻発している。
冬は昔に比べて雪が降る日が少なくなった。
夏異常な暑さ、雨のゲリラ豪雨など、今までなかったことが当たり前
になりつつある。



気候変動と思われる事象について！
１、強い日差しと気温の上昇が早いペースで上がり易くなったと感じ
ます。
真夏日（35℃）と猛暑日(35℃以上)の日数が増加している
２、気温上昇により作物の品質が低下(日焼けと着色不良)している。

栽培適地の変更（山間部）が考えられる
３、日本主食のコメの品質が低下（白濁＋亀裂）している、早く育ち
過ぎてしまう。
４、秋刀魚は海温が上昇すると南下するのが遅くなり水揚げ量が減り
ます、
　　秋刀魚の体重が減り品質が低下し価格が上がる
５、渡り鳥の経路が変化し大陸までたどり着けない。アサギマダラも
飛べない恐れ。
６、気温が上昇すると竹林が活発に成長し耕地や宅地を侵食する。
７、高齢者に限らず若年者にも熱中症が増加
季節に関係なく蝶々を見かける
季節外れの大雨や大雪のような異常気象が毎年のように日本各地で起
きている。土砂災害などもそれにより起きているのが怖い。
局所的豪雨の増加

家庭菜園をしてます。今年はお盆を待たず、キュウリが全滅してしま
い、抜きました。こんな年は初めてです。猛暑です。
野菜の出来も少ないです。
スーパー等での野菜の値段が高すぎます。
海釣りに行きます。海水温が高すぎます。
初めて釣る魚もいて、調べると、愛知県の海にはいない南の魚であっ
たりします。
今年の冬は、スタッドレスタイヤに変えませんでした。

気温の上昇、夏の酷暑と暖冬、降雪の減少、ゲリラ豪雨や洪水の拡
大。
気温の上昇、水害、昆虫の現象、野菜の値上がり

気温の温暖化が梅雨期の降水量の異常値が最近多くなってきている。



殺人的な猛暑や長雨、長梅雨、記録的な降水量と天気はおかしくなっ
 ている

エルニーニョ現象やラニーニャ現象の影響もあるのだろうが、地球の
気候自体がおかしくなって来ている。
雑草の異常繁殖。
桜の開花時期の変化
夏季の降水量に応じた雑草の生育度の変化
四季の在り方に変化があるように思います。今までは春夏秋冬の季節
をその時々で感じることができましたが、特にここ数年は、突然夏に
なり、急に冬に変わっていくように思います。地球温暖化が進んでい
るのか、他に環境への配慮が足りないのか、生活仕様の変化が影響し
ているのか、原因はいろいろあると思います。

降水量の変化。夏の暑さ。セミの鳴く時期の変化
高温とコロナで公園等の草が伸びすぎている。大変ですね？
豪雨災害が増えたこと
最近のゲリラ豪雨も地球温暖化の原因だと思います。クールシェアな
ど、できることから始めます。
酷暑、豪雨（身近ではそれほどでもないがニュースで）、昔に比べ暖
冬、雪が降らない、雷雨が少なくなった。セミの種類の変化（アブラ
ゼミからクマゼミ）
豪雨災害が毎年どこかで起きている。自分が子供の頃はそんな事はな
かった。

好ましい事ですが、真夏の虫、蚊等の発生が減少した。ニュースで夏
の最高気温ランキングに豊田市が入っているのを見ると、温暖化を身
近に感じる。夏にエアコンを以前はあまり使わなかった我が家が、最
近は日中から使わないといられないぐらいの暑さになった。夏の冷蔵
庫の設定温度を以前より低くした
降水量が昔と比べ物にならないほど増えて、また暑さも年々増加して
野菜などがちゃんと育たず高くなってしまっている



春と秋が短くなった、農産物の収穫被害により食材の値段が高騰して
いる、ハウス以外で育てている野菜が小さい、同じ銘柄でもお米の味
が違う、雪があまり降らなくなった
春と秋が短くなった
春秋を感じなくなった
暑さ、長雨の影響で野菜が高騰している。自粛で家にいることが多く
食費がかかる。
植物の種類の変化・春と秋が短い

暑さ、ゲリラ豪雨、子供たちの食物アレルギー・アレルギーの多さ

四季の変化
降水量の頻度や量の変化
子供の頃と同じ地区に住んでいるが、かなり気温が上昇していると思
う。
子供の頃に比べ、夏場の暑さが異常。
また、猛烈なゲリラ豪雨など過去にはあまり見られなかった気象現象
が頻発している。
集中豪雨
夕方に異常に鳥が多い時があるので 糞が多くて困っている
庭の 植木の葉っぱに 今までにない虫がついている
作物が育たない
車庫に保管の玉ねぎが暑さで傷みやすくなった
集中豪雨や局地的な雨の多さ、夏の暑さ、冬の雪の少なさ

四季がはっきりしなくなったと感じます。寒い冬が終わっても春らし
い季節を飛び越して暑い日になることがあります。今年は７月が梅雨
みたいで、８月が猛暑です。このまま暑い日が続き、秋らしい季節が
来たなとと思ったらすぐに寒くなるでしょう。以前着ていた服が季節
に合わなくて春や秋に着ていた服は、着ない服が多くなりました。以
前は、エアコンなしで生活していましたが、今はなしでは過ごせませ
ん。冬に雪の日がほとんどなくなりました。車のタイヤにチェーンを
付けた日が懐かしいです。

四季がなくなりそうと感じます。夏と冬しかないような季節になりま
した。



雪が降らなくなった。
スコールのような長雨が降るようになった。以前は夏には夕立で、
ざーっと降ってすぐあがり、気温が下がるような感じだったが、今は
湿度が上がるだけで余計に蒸し暑く、雨量も多いので不安になるほ
ど。
夏が暑くなった。
昔はなかった竜巻の注意報が頻繁に出る。
日本みつばちの姿を見かけなくなった。
トンボの種類が変わった。オニヤンマなどがよく飛んでいたが、最近
はたまにしか見かけない。名前が分からないが真っ黒の細いトンボば
かり飛んでいる。

雪がふらない、真夏に命の危険を感じる
雪が降らない。夏の気温が高すぎる。
雪があまり降らなくなった。
蝉の生態系が昔と異なる（アブラゼミとクマゼミの鳴く順序）
線状降水帯

真夏の昼間の暑さと夜の暑さ、冬は水道が凍結することが少なくなっ
てきた、ゲリラ豪雨が増えた、霧が減った気がする、ここ数年夏のセ
ミの鳴き声が少なくなった
食パンのカビがはえる期間が早まったような気がします。
真夏の暑さ、自分の子どものころは熱中症を気にせずに外であそんで
いました。
現代は子どもを外で遊ばせるのに気をつかいます。
尋常じゃないぐらいあがる夏の気温、一部地域での昆虫の大量発生、
ゲリラ雷雨
生き物調査に参加しています。夏の暑さや異常気象による鳥や昆虫の
変化に気づいたり、買い物に行った時には野菜の高騰が気になりま
す。

昔と違って四季をあまり感じなくなったと思います。春と秋がとても
短く 夏の暑さは尋常じゃなく 冬の寒さは昔に比べて寒くない。外の
水道は凍るのが当たり前だったのに いまは凍る事もないです。庭に
咲く花も咲く季節ではない時に花を咲かせることもあります。動物も
山に食べ物が無いから畑まで出てくるようになってると思います。
特に最近では雨の降りかたが怖いと思います。竜巻もよく出るように
なった気もします。自然の猛威が年々酷くなってきてると思います。



年間を通しての気温上昇
豪雨の多発
熱中症にならないように水分や塩分に気を付けるようになった、野菜
の値段が変わるので買い物で悩む、突然の雨が増えた気がする、暑い
日が続くと食べ物が傷みやすいので冷蔵庫がいつもパンパン。

長引く梅雨、ゲリラ豪雨、高温

地球の気温上昇や気候変動等考えもつかなかった事がここ５～７年前
後より起きており異常とは言えなくなっており非常に憂慮しています

年々上がる夏の暑さ。春の桜の開花時期。

台風の大型化
ゲリラ豪雨
大雨や猛暑がそうだと感じます
野菜類の生育状態が変わってきている
台風の多さ
地球温暖化により、夏の気温が特に上がった

地球温暖化で、夏が非常に暑くエアコンが必需品になった。また、冬
は雪が降ることがほとんどなくなつてしまった。
庭の木に今年はｶﾌﾞﾄﾑｼが来た。
暑さで芝生の伸びが鈍化。
庭の植物の開花時期が微妙にずれてきたと思います。暑さに強いと
思っていた、ゴーヤがへばってきています。

年々、夏が暑くなっていることと、暑さや梅雨の影響で、自家栽培の
野菜(ミニトマト、ゴーヤ、ピーマン)が全然実らないこと。
気候変動の影響で、果物の質(甘み)が落ちていると感じています。今
年の梨、桃は味が落ちていると感じます。
年々暑さが増していると感じる。
異様な気象災害が増えてると思う。

冬の雪が降る、積もるがとても少なくなった。
夏の暑さが変わり、日差しが皮膚に当たると痛い
雨の降り方がかわった。
冬が短く夏が長い
昔はよくみた氷柱を見なくなったり、カタツムリやアゲハチョウも少
なくなったなぁと…
冬、あまり寒くない。雪の降る量が少ない。ゲリラ豪雨が発生する。



野菜の生育不良 雨量の増加 気温の高さ 春夏秋冬の変化 国内産
の食糧の減少 熱中症患者の増加

野菜の生育などに変化がある。
気温が異常に上昇している。
雨の降り方が変化してる。

猛暑・最高気温４０度間近・台風少なめ
猛暑、暖冬。
猛暑が続きエアコン無しでは生活出来ない。
夜は熱帯夜で、とても寝苦しい。
猛暑が年々厳しくなっている。ゲリラ豪富が頻発している。冬の雪が
減っている

猛暑。酷暑。炎暑。激暑。
こんなけ猛烈な暑さの単語が生まれました。温暖化対策を。

毎年、異常な暑さで地球温暖化を実感する。
猛暑、豪雨、暴風、河川の氾濫
豊田市で30年程前では夏でも30℃超え程度だったのに近年40℃近い
日が当たり前になり、冬に積もるような雪がほとんど降らなくなり、
温暖化を痛感します。

米作りの 収穫 不良 並びに 野菜等の作物の 収穫低減
ゲリラ豪雨とうの 急な 気候の変化に伴う かやの痛み

年々、夏の気温が高くなっている。エアコンをつけなければとても過
ごせない。
夏の気温の高さの影響か、蚊が少なくなっている。
外来植物の繁殖の勢いが強い。家の周りのアレチウリがどんどん勢力
を広げていっている。
梅雨が遅れて夏はきつい暑さが急にくる
梅雨が6月のイメージだったが7月まで、と後ろにずれてきている感
じがする。また夏も同様。暑さが異常。
梅雨が長くて土砂災害が増えた、夏の暑さ、冬でも暖かい、矢作川の
水量の減少、梅雨が長くて野菜の出来が良くない
梅雨が長すぎたし
大雨で野菜が高い

猛暑が頻繁に発生する。
数十年に1度の豪雨が毎年発生する。

梅雨の長期化、猛暑、台風の増加。
梅雨の豪雨、40度を超える猛暑



十分に取り組んでいる 10
まあまあ取り組んでいる 136
ほとんど取り組んでいない 64
全く取り組んでいない 5

熱中症予防 185
これまで常温保存していた食材の冷蔵・冷暗所での保存 96
風水害への防災対策（備蓄や非常時の連絡手段・避難行動の
取り決めなど）

82

地域や職場でのイベント開催時期・時間帯の調整 18
外部給電設備のある次世代自動車の保有 10
その他 10
全く取り組んでいない 7

猛暑日の多さ。 大雨の頻度の多さ。

【１３】気候変動による影響に対して、豊田市は十分な取組を行っていると感じますか？

【１４】気候変動による影響に対して、あなたやご家族が行っている取組を教えてくださ
い。（複数回答可）

【１５】【１４】の回答について、あなたやご家族が行っている日々の対策・対処を具体
的に教えてください。
備蓄品の定期的な確認
・お盆休みの旅行は暑過ぎて、街の散策や遊園地で遊ぶ事などは難し
くなって来たと痛感する。
・暑さで、朝と夕庭に水を撒いても、芝生は枯れて、紫陽花なども枯
れてしまう。今までにこんな事は無かった。

すだれを使用。
こまめな水分補給。子供達は暑さで食欲低下しがちなので、水より栄
養価の高い牛乳を意識して飲ませている。
パジャマや部屋着は薄着。換気や扇風機で風を通してる。
麺類、冷たくて食べやすい食事にして栄養補給。

野菜の値段の高騰。
野菜高騰が頻繁に起きる為、野菜など冷凍保存がきくものを多く買う
ようになった。



・グリーンカーテン（ゴーヤ）を実施した。
・一階の南の部屋は、すだれをかけた。
・二階の南の部屋は、網戸にして厚めのカーテンを閉めた。
・買い物は午前中涼しい時間帯に行くようにした。

・シェードなどをつけて断熱している
・備蓄の確認（水や乾麺、缶詰を定期的に消費して、新しいものに入
れ替える）
・懐中電灯やガスコンロのガスが使えるかなど定期的な確認
・サーキュレーターの使用
・家族共有、個人別の災害用品の整備
・マンション住まいであるが備蓄品の見直し：停電が起こる機会が増
える可能性を考えてウォータバック・備蓄水を上層階に増やしたり、
災害マニュアルを整備したりした。
・家庭菜園による野菜の自給自足
・リサイクル物の再利用
・飲料や食料の備蓄
・環境省の熱中症予防サイトでＷＢＧＴのチェック
・野菜の栽培
・暑さ対策として
・あさがお、ゴーヤの栽培
・障子を閉める。
・運動として、早朝、夕方に散歩をする。

・日よけの設置
・車を離れるときはサンバイザーを取り付け
・朝晩の草木への水やりとコンクリート壁や地面への散水による除熱
・雨水の活用
・車は極力使わず、徒歩、自転車を使用
・クーラーも控えめに。冷風扇を使うなどして工夫

・熱中症予防
家にいる場合でも、気温や湿度を確認し、エアコンをつける
　外出する場合は帽子をかぶったり、塩分を取る
・家の窓にすだれを設置する
・食べきれない食材の冷凍保存
・水、非常食を備蓄、定期的に入れ替え



１、自動車の利用を控えてバス、電車などの公共交通機関を使う
２、二酸化炭素の排出の少ないハイブリッドカーやＥＶ車の購入
３、アイドリングストップ機構のついた車の購入
４、エコマークなどの環境マークのついた商品の購入
５、壁面にグリーンカ―テンの設置と屋上も緑化の推進。　　

・分厚いカーテンによる断熱
・野菜を漬けて保存
・庭の花木や野菜の手入れの頻度を増やす
・プラスチック製品などを外に出しっぱなしにしない
・緑のカーテン（ゴーヤ）を植えている。
・日中は外に出ず、夕方になってから出るようにしている。
・エアコンの温度は２８度に設定し、扇風機を併用している。

エアコンの効率を上げるために、カーテンを閉める。
豪雨被害、豪雨等自然災害による停電が人ごとでは無くなって来たの
で、食料の備蓄を増やした。
熱中症が心配な暑さの時は、出掛けない。
睡眠中の熱中症が心配なので、枕元に水筒を置くようにしている
2階より1階の方が高温になりにくいので、1階での居住検討。
インスタント食品、レトルト食品、缶詰類、飲料水などの備蓄。
エアコンは、常時つけているが、温度を２８度ぐらいにしている
エアコンの使用。
エアコンを我慢しない。
少しの外出でも水分を持って行く。
エアコンを活用し、また、なるべく水分を摂取するようにしていま
す。
エアコンを常にかけている
こまめに水分補給
梅干しや塩タブレットを食べる
エアコン室外期にすだれを設置しました。
グリーカーテンを今後も継続していく。夏の直射日光を防ぎ、快適な
生活を送る。
夏外出するときは、帽子、腕カバーをし、飲料水を携帯する。熱中症
を防止する。
お米、小麦粉を冷蔵庫に保管するようになった。
クールビズ



グリーンカーテン
グリーンカーテン、打ち水、電車通勤。
グリーンカーテン
家庭菜園
お風呂や庭プールの残り水を打ち水や玄関周りの掃除に使用
子供と出かける際は水筒を持参する
子供と公園へ行く際は帽子やアームカバーを使い、早朝や夕方など暑
い時間を避ける
グリーンカーテンによる断熱断熱
グリーンカーテンの実施
散水ミストの活用
ゴーヤですだれ作り、遮蔽カーテンでそこ外気温を遮断しています。
ゴーヤ植えて直射日光を遮る
この時期はお弁当用の炊飯器の予約を夜にしない
お米が傷みそうなので、朝といで炊いている
エアコンをつけるときは、日が当たる部屋の陽射しを遮るため、
シャッターを閉めカーテンを引く
ずいぶん効きが違う
こまめな水分補給
こまめな水分補給と外出の自粛
こまめに水分補給する。外出時はアームカバー日傘が必需品。すだれ
を利用している。
サンシェード設置。
シェードの利用、ミストの設置、水の買い置き、クーラーの利用

 すだれ。打ち水。
ジャガイモ、玉ねぎ、卵など冷蔵庫にいれなくてもいいものも、冷蔵
庫に入れるようにしている。
庭の木のために遮光の布を張っている。
すだれの設置
庭花壇の手入れ
防災に関する備蓄品の定期入れ替え
すだれの設置。
経口補水液やスポーツドリンクで積極的に給水。
毎日水やりするために散水機の設置



ブルーベリーを鉢に植えて育てているのだが、去年より水やりの頻度
が増えた。
野菜や調味料、米の常温が心配になり冷蔵庫へ。
保育園の行事が今年からいろいろ月の変更をしている。
すだれをかける。外出しない。
メダカのすだれ・エアコンの付けっ放し
まめな室温調整、備蓄品の確認、台風に備えて家財の点検、夏の活動
時間の調整、体力を維持する運動の継続、伸びきる前の草刈りや剪
定、電化製品のこまめなオフなど。
みんなで同じ部屋で過ごす

リビングの前に、鉢植えのブルーベリーを置いてすだれ代わりにして
いる。
害虫が大量発生しないように、初夏の花が終わったら、適宜間引きし
て風が通るようにしている。
備蓄品を定期的に購入している。ペットボトルのお茶や水は一人ずつ
飲めるよう500mlにしている。
長期保存がきくパンの缶詰や一口サイズの羊羹を購入。
粉類は、すべて冷蔵保存。

ローリングストック、備蓄品の手入れ、災害マップの確認、浴槽のお
湯を貯める
飴など溶けやすいものを冷蔵庫にいれる。
塩タブレット、梅干しを食べる
飲み物を凍らせて持ち歩く。
塩飴を持ち歩く。
すだれ、打ち水。
雨水タンクの設置活用
ゴーヤカーテン
なるべく家で野菜を作って無駄無く食べる
夏、簾を掛ける、二重カーテン、備蓄品の定期的な確認

屋外へ出かける時は、冷やしタオル・水分・傘・ハンカチ
等を、お互いに声を掛け合って、慎重に確認してから出かける。

夏になるといつもすだれを使う
野菜は乾燥して利用している
庭木剪定は、こまめに手入れをする



夏のすだれ。
食品の冷蔵庫保存。
夏の庭木の水やり。
季節の野菜、旬のものを食べる。
なるべく手料理して食べる。
ラジオ体操とストレッチで体力作り。
子供になるべく朝から外遊びさせて、気温の変化に強い体作り。
早寝早起き３食食べるといった基本的なことを大事に体を整える。
０宣言の家を建てる。
自然観察の森のイベントホールに参加。
プランターで家庭菜園。
夏は昆虫を飼育して子供に環境教育。
冷房に頼りすぎず、汗をかいたらシャワーを浴びて着替える。

夏のグリーンカーテンの設置
夏のすだれ
夏、暑い時間帯は部屋の気温上昇を避けるため窓を開けない
残ったおかずは小さな容器に移し替えて冷蔵庫へ入れる
夏のすだれ

夏の日除け（すだれ、よしず、ゴーヤ、メッシュシート）、冬の断熱
フィルムカーテン、窓下断熱ボード、備蓄品の買い置き・確認・補充
夏のすだれを使って、使ったまた綺麗水を地面に撒く、温度が下が
る。
夏のすだれ。 エアコンと扇風機の併用。飲料水の備蓄。
夏は、日差しの強い場所には日よけをつけています。窓は二重窓にし
て、カーテンもして断熱しています。備蓄品は定期的に確認して、古
い物からたべるようにしています。
夏は、必ずすだれをつける

夏のすだれ、ブドウを使った緑のカーテン、庭の家庭菜園による緑の
増加、風呂水のリサイクルによる打ち水、家庭菜園の水やり

夏のすだれ、クーラーの積極的な利用
夏のすだれ、打ち水。風呂水をまく。冬の室内防寒具
夏のすだれや緑のカーテン。冷凍できる野菜やキノコ類はカットして
冷凍保存。
夏のすだれ、庭の水やりを朝夕行う、一番暑い時間帯は外にいない、
パンの冷凍保存、災害避難袋の車内への常備



夏は冷蔵庫を活用する
夏場の昼間はカーテンを閉じ気味で過ごす。
食品の備蓄は特に保存のきくもの等を集めず、普段から缶詰類や乾物
を使い、ローテーションして古くならないようにし、また、食べ慣れ
ておいて、災害時にも食事を苦に思うことのないように努めている
花の水やり回数は増えた。

家の周りでは日よけは欠かせません。すだれや、シェードなどをあち
こちに取り付けています。遮熱カーテンも購入しました。食品は気温
が低い時期は常温でも大丈夫ですが、夏だけ冷庫に入れるものもあり
ます。
夏場の温度抑制として庭にゴーヤを植え、風呂の水は３日程度使い捨
てずに灯油容器に入れ庭木の水やり、生ごみは畑の土に入れ肥料にし
てます。
外出削減。
河川氾濫時の避難準備
太陽光パネルの設置
無駄な電力や水を使わない工夫

今8月中旬、高齢者は暑すぎて外へまったく出られない。
今後さらにどうなるだろうかと心配である。
今年はコロナの影響で、エアコンを使用しながら換気をする。外出は
半年間控えていて、外食も全くしない。

外遊びに多めの水分補給を心がける、帽子の着用、朝早くや夕刻など
遊ぶ時間帯を考慮
学校に行く前は少し大目に塩を振ったおにぎり。
冷たい麦茶。
作った食べ物や、ふをあけたものはすぐ冷蔵庫。
早めの冷房

学校＋部活がある日は3リットルくらいアクエリアスや麦茶を持って
いきます。休日部活の日は４リットル＋保冷剤や塩分チャージ、うち
わ等も持参します。
大人も運動する日は、アクエリアス、保冷剤、ネッククーラー、携帯
扇風機、梅干し飴など持参します。

換気を良くして、エアコンを最小限に利用する。打ち水。暑い時間を
避けて行動する。子供達に保冷剤の入ったネッククーラーや日傘を持
たせる。



午前中の涼しい時間帯に行動する
室内で過ごすときはエアコンをつけ、同時に扇風機を回して空気の循
環をはかっている。寝具は冷感素材のものを使用。

出かける時間の調整
勝手口にネットを張って昼間開けておいても虫が入らないようにし
た、すだれは厚手のものを使っている、扇風機を使う

樹木の手入れ（日陰を増やす）

子供に濡らして冷えるタオルを持たせている。
室内にいるときは常にエアコンをつけている

室温の上昇抑制のため、夏はすだれを掛けたりグリーンカーテンをつ
くったりしている。また、直射日光を避ける為、日中も分厚いカーテ
ンを閉める。窓を開けても熱風が入って来るだけなので、朝、換気し
たら涼しくなるまで窓を閉め切っている。
庭木の水遣りは朝の5時台にしないと、植物も人間も暑くてダメ。昔
は、朝9時までにやるよう推奨されていたが、それでは遅いと感じて
いる。

植樹
暑い日は、シャッターを昼間でも三分の一か半分ほど締めている。
植物でのグリーンカーテン作り、やさいの冷凍保存
食品等は必要分以上は買わない
直射日光の当たる所はカーテン等で遮る

遮光カーテンを使い、室内を涼しくする。
遮光カーテンを各部屋につけて、夏場の日光を防いでいる。
災害時の備蓄品は、ローリングストックをしている。
以前は災害用の食糧を備蓄していたが、賞味期限が近づき実際に食べ
てみたら口に合わないものが多かったので、普段食べ慣れているもの
で備蓄するようにした。
出かける時はマイボトルを持ってこまめに水分補給をすること
暑い時は極力外出しない。

水(ペットボトル)の備蓄
水、お茶などをいつでも飲めるように、用意している。
水を家族分備えている。
夏のすだれ。
水分と塩分の補給に心がけています。体力保持のため、栄養のバラン
スを普段以上に心がけています。



草刈りは早朝のみ、雨水を貯めて打ち水、こまめな水分補給、保存食
の備蓄とローテーション。
窓に断熱シートを貼り付けている。
窓にはすだれを付けています。扇風機で部屋の空気を循環させていま
す。布団もクールな感じのモノにしています。食べ物も暑さを感じな
いように サッパリした物を食べるようにしています。
体を冷やす食材を食べる

水分補給。涼しい午前中に用を済ます。
水分の補給・塩を摂る・エアコンを使う
水分を多くとる。暑い日中は無理な活動をしない。
西側の掃き出し窓にすだれをしてその上に農家で使う黒いナイロンを
掛けている。
エアコンに扇風機を使って冷気を回している。
出かける時は水筒と濡らした冷たい触感のタオルを首にまく。
服はエアリズムなどの機能があるものを選ぶ。
帽子の後ろに長くたらせる。
窓にタープ、水撒き、熱中症予防タブレット持ち歩き
生ものは冷蔵
冷凍できるものはカットして小分け
無理せずエアコンをつける
暑い時期の活動は午前中に済ませる

太陽光発電、蓄電池の導入による節電
庭木の水やり頻度を上げた（良いことではないと思うが、水をやらな
いと枯れてしまう）
グリーンカーテン

太陽光発電をつけた
災害が起こった時のためにカセットコンロのボンベの備蓄量を増やし
た
備蓄品のローリングストックを心がけ普段から備蓄品の味になれるよ
うにしている
缶詰類をたくさん買うようになった

昼間の買い物を避けている。
地元野菜を買っている。
ためがいにしている。
一気に用事を済ませる。



朝顔の水やりを2回に増やし、更に葉に沢山水をかけるようにしてい
る。
朝日や夕日が当たる側のシャッターを閉め、室温の上昇を抑えていま
す。
すだれをかけたり、グリーンカーテンの栽培をしています。
庭木の水やりが毎日になってます。

体力の温存
昼間はカーテンを閉めてできるだけ暗くして室温を上げないようにし
たり、扇風機で我慢せずにエアコンをつけ、水分をこまめにとる。
虫が湧くので、お米、小麦粉を冷蔵庫で保管するようにした

庭で遊ぶ時のためにシェードをつけた。
育てている野菜や芝生にマメに水やりをする。
食べ物はできるだけ冷蔵庫保存。
災害時に熱中症にならないよう水だけは必ず多めに備蓄。
調理したものは早めにアラ熱を取って冷蔵庫へ入れる、去年より回数
を多くお茶を沸かしている、外出時は日傘をさす。
庭木の手入れ。草取り。
突風が あるので庭に物を置かない
夏場は常に水を持参している
地震に備え 体の各所に懐中電灯を置いている
家具及びそれぞれ倒れる恐れのあるものに対して 耐震防止柵をして
いる
ガスを使用してる時は 台所から離れない
特に取り組んでません。
日差しを避けるため、庭にサンシェードを付けた
日中は出掛けずに家にいる
日中でもカーテンやシャッターを閉める
夜中でもエアコン使用
熱い時にはｴｱｺﾝ使用（熱中症予防で夜間もｴｱｺﾝ使用）、庭への水ま
き、備蓄品の点検
日中暑いので朝か夕方に子どもと公園に行くようにしている
日中も留守の時は雨戸を閉めてすずしくなってから窓を開ける。
朝の涼しいうちに家事や家の外の掃除をする
熱中症にならないように、水分をたくさんとるようにする。



風呂の水の再利用（庭木にまく）

熱中症予防に、すだれをつけたり、熱を下げると言われる野菜、きゅ
うりなどを食べたりしたりして。身体を冷やしたりしていく

熱中症防止には、とにかく子供たちは早寝早起きの生活リズムを崩さ
ないよう注意して、食事もバランスよくとれるように考えている。
栄養機能食品も利用しながら、免疫力を高く保つように気を付けてい
る。
登下校での日傘使用をするときもある。
近所のお母さんたちと、グループを作り、防災を学び、少しずつ備え
を増やしている。そういう姿を子供にも自然に見せているし、学んだ
ことを話したり、学ぶ場に連れていくこともある。

非常食などの備蓄、定期的な確認 自家用車での外出を少なくする
（買い物などは一日にまとめて行う）お風呂は続けて入るようにする
避難用具の準備。用具をリストＵＰして、少しづつそろえています
熱中症予防の情報を、こまめに入手する
備蓄品のローリングストック。カーテンを遮熱効果のあるものにかえ
た。夏の日中は南側のカーテンを閉める。冬は窓とカーテンの間に保
温マットを置く。カーテンはきっちり閉めて部屋を保温する。
備蓄を増やす
備蓄品の確認
備蓄品の定期的な確認
庭の雑草手入れの頻度を増やす
必ずお茶を持参して出掛ける
娘にはベビーカーに敷く用のスギ薬局で買った
子どもの保冷剤を持参している
必ず水分を持ち歩くようにしている。
分厚いカーテンによる断熱
分厚いカーテンによる断熱、備蓄品の定期的な確認、食材の冷凍保
存。

旅行の時期変更
夜は網戸状態で寝ます。防犯上は考慮する。エアコンの点けた状態で
は体調不良となる。



冷房を使う時期、時間が長くなった。
ペットボトルの飲み物や、インスタント食品など、災害がいつ起きて
もいいように、ある程度の量を常備している。
停電が起きても慌てないように懐中電灯をすぐ見つかるところに置い
ている。
避難場所を子供に忘れないように確認している。
子供に日傘を持たせている。
毎日日焼け止めを年中つけている。
車のサンシェードを使っている。
夏は味噌汁を飲むようにしている。

【１６】その他、豊田市の環境行政についてご意見等あれば教えてください。
「生き物探し」は、子供が興味を持って取り組め、良いと思う。
・温暖化防止のための施策
車の電動化(ハイブリッド化)の推進(補助)。
家庭の太陽光発電の電力買取補助(電力会社の買取金額削減補助)
・ヒートアイランド現象の抑制
車の利用、家庭/企業のエアコンの使用を控える等の推進

簾や葦簀、窓ガラスに断熱フイルム、畑の胡瓜、茄子の漬物をしてい
る。
冷感タオルや冷却材や冷却マットなどの使用、帽子や日傘やグローブ
の使用、多めの水分補給、散歩に出る時間を夕方にずらす、食品はす
ぐに冷蔵庫へ移動、長期間保存する食材は冷凍する、野菜の水やり回
数を増やすなど

野菜は冷凍して保存する
涼しい時間に草取りなどをして外に出てエアコンを使わないようにす
る
家族同じ部屋ですごしてエアコンを使う台数を減らす
緑のカーテン、備蓄、旅行の変更
緑のカーテンとして毎年ゴーヤを植えている 食品の買い物は週2回
にして無駄をなくすようにしている特に夏はトマト・ピーマン・しし
唐・なすびを少しだけ育てているので食べる分だけ使えるので経済的
です
緑のカーテンの設置、散水回数を増やす、防災セットの見直し
冷房器具をあえてつけっぱなしにする
カーテンを使用した断熱



・環境関連のイベントは家族向けのものが多い印象があるので、大人
向けも開催して貰えると嬉しいです。
CO2排出削減に向けた、自家用自動車を使わない移動手段の推進を進
めてほしい。
特に、自転車の活用推進のため、自転車レーンの拡充をお願いした
い。最近整備される道は多くが極端に歩道を広くして車道の路肩を狭
くする設計になっており、自転車が車道を走りにくくなっている。
いろいろな公共施設の屋外にミスト装置を設置してほしい
いろんな施設と利用者も含めてクールビズ活動をした方がいいと思う
オオキンケイギクの繁殖防止対策が、いまいち。
県道の中央分離帯だと放置（時期を逸した対応）
この質問がくるまであまり深く考えたことのないテーマでした。確か
に日々の生活に直結しているないようで昔に比べると確かに生活が変
わっているなと感じました。
異常な暑さのため外に出ることがままならず子供と公園に行くこと
や、父や母等高齢者は熱中症も大変怖いです。

オレンジ色のポップなおいでんバスが、ブルーのクールな水素おいで
んバスに変わっていました。コロナで外出していなかったのでいつか
ら変わったのか気づきませんでしたが、よい取り組みだと思いまし
た。
こんなに暑い日が続いて、早急に、市民や企業も一緒になって取り組

 まないといけないと思います。



ゴミについて
ゴミの集積場所が、個人宅の前やゴミステーションだったり、空き地
だったり…市内で統一されていないのが気になります。
カラスや野良猫などがゴミを荒らしたり、明らかに分別ができていな
いゴミが出ていたり、夏場は匂いもひどいので、衛生的にも気になり
ます。
特に、不特定な人が出す、大きめな集積場所は、マナーが悪いゴミが
目立ちます。
以前住んでいたところは、自宅前にゴミを出していました。
自宅前なら自分のゴミとすぐにわかるので、各自が責任を持ってゴミ
を捨てるので、とてもいいと思うのですが…。
以前、福岡市は夜に自宅前に燃えるゴミを出すことで、匂いやカラス
などの対策ができ、市民の市への満足度も高いとメディアで見たこと
があります。
もう少しゴミの出し方について対策を練ってほしいです。
せっかくの枝下用水などの遊歩道をもう少し活用できるようにして頂
ければ嬉しいのですが。
どんどん、森や、街の木々が切り倒されて住宅が出来ている。
街の木々、森を守るようにして欲しい。
ちょっと難しい
どんなことをされているのか知りません。
まだまだ市の施策が住民に見えにくい。
ヒートアイランドがひどくなっている。もっと、緑をふやしてほし
い。そのために、下記を行う。
１．企業に一定面積割合の植樹を義務にする。
２．家庭にも植樹を啓蒙する。一定面積割合以上の木がある家庭へ、
固定資産税を減税する。
３．街路樹を拡充する。
もっと、暑さ対策を啓発した方が良い
もう少し身近に感じることができればいいと思います
もう少し広報とよた等で環境問題についてＰＲを意識改革のため市民
に対して行って欲しい。



リサイクルステーションでなくても、地域のゴミ収集所ですべて集め
られるようにすれば、ダンボールなどゴミに出す人も減るはずだ。
高齢化社会に向かって、リサイクルステーションに車で持ち込むとい
う前提は成り立たなくなる。
東京では全て回収できているので、できないことはない。
もっと空き土地を家庭菜園に活用できればいいなあと思います。
駅前通りは夏暑いので日陰が欲しい。涼しげな噴水があるとよい。
学校などで、環境についての取り組み、学習が大事だと思う
家庭菜園、備蓄品の備えを定期的に市民に伝えて下さい。
備蓄品については詳細もお願いします。
学校や園に室内プールや日陰での外遊びができる場所を作ってほし
い。
暑いからと言って水遊びや外遊びができないのは可哀想。

危機感が市民の末端まで浸透していないように感じます。（私も含め
て）
熱中症やコロナの危機感と同じレベルとはいかなくても、もう少し市
民のみなさんに危機感が伝わるように、影響等について特集を組んで
みてはいかがでしょうか。
高温注意報は見ますが、それ以外の対策をしているのかしていないの
かわかりません。
豪雨での避難必要時に新型ｺﾛﾅ対策との両立をどのように進めるのか
の計画など知りたい。多数の人が集まるがコロナ対策の対応は現在ど
うなっているのでしょうか？
個人的にエコエコチャレンジは家族で楽しめていいと思っています。
周りに知らない方が多いので
広報などと一緒に配ってみてはいかがでしょうか？

最近の猛暑の中、祭日でもゴミを回収していただきとてもありがたい
です。また、近くにリサイクルステイションがあるのでこまめに出せ
るので本当に助かっています。ただ、時間が9時からになれば買い物
前に出せていいなと思います。
たまに瓶だけは近く出せないのでイオンの所まで出しにいくのですが
駐車場が混んでて大変でした。



今年は特に暑い夏のようです。テレビのニュースに、豊田市が暑い地
点として毎日のように見かけました。子どもたちはコロナの影響で、
夏休みも登校したりして、大丈夫かと気になります。冬より夏が大変
なので暑さ対策を考えなければなりません。市内でも山間部は少し気
温も低いようなので、夏の間の数日でも近くて涼しい所で過ごせたら
いいと思います。そういった施設があるといいのかなと思います。
山間部の維持管理をよろしくお願いいたします。
昨年、生きもの調査のイベントに参加しました。身近な場所にも掲載
されている昆虫がたくさんいて、子供達と楽しく調査しました。
市民として参加できるものに関してはできるだけペーパーレスでの申
請にも対応して欲しい
四郷とか、自然がいっぱいだったところが開発されるのは、嬉しい反
面、環境保護を考えると複雑です。
ま、豊田市はその他の市に比べれば相当に行政レベルが高いと思いま
すが。環境行政に関しても。
市民の問題ですが煙草、ごみのポイ捨てなどマナー違反がめだちま
す。
車で行かなくてもよい近場に緑陰遊歩道があるとよい。
質問内容から、いろいろな切り口がある環境政策が整理されていない
ような印象がしました。現在の環境政策について私の勉強不足もある
でしょうが、市民には伝わっていないように感じます。「エコ」につ
いた補助金はいくつかいただいたことがありますし、雨水貯蔵タンク
の補助金もいただきましたが）

紙ゴミ、ぷらゴミ、衣服リサイクルなどの最終の行方がよく分からな
いので、教えてほしい。
一部はトイレットペーパーに再生、などは分かりますが、量的にはほ
んの一部ではないかと。
大部分の残りはどうなっているのか。
車を減らす(CO2削減）
公共交通機関の整備
水害時や地震情報の避難訓練
正直なところ、豊田市の環境行政に関する情報は自然と入ってくると
言うよりかは自分から調べることで得るものが多いと感じるため、市
民が普段の生活を送る中で情報が入ってくるような仕組みが必要だと
感じます。



対応が早いと思います。これからもよろしくお願いいたします！

沢山の計画やビジョンを掲げられていますが、市民目線に落とし込ん
で頂いて、イラストや漫画的に表現して頂くと子供達にも分かり易い
し理解が早いと思います。
また、小学校中学校に環境行政の出前講座をされたら如何でしょう
か？
地域の連携が経ていると思うのでコミニティーセンタなどでのイベン
トを開催してほしいです
地域の環境美化活動で公園の草刈りをしているが、その後結局業者が
草刈りしておりあまり意味を感じない。美化活動に参加している実感
がない。自治区は活動実績がないと補助金が貰えないなどで実施して
いるだけで、開催することが目的のようになっている。本来の目的の
浸透、やり方の改善などするべき。
地球環境に由来する対応は難しい。災害が発生しない町を
作ることが大切です。
地球温暖化の豊田市取組はどんなことをやっているか全然知らない。
特定外来生物への対応実例やアドバイスを積極的に広報してほしい。
豊田市が取り組んでいることを知らない
農業、林業を続けていけるように、指導、援助、従事者を増やす方法
の検討
豊田市ならではの活動があるといいです
豊田市の行っている環境行政が今ひとつ見えてきません。
バスなどの公共交通機関をもう少し便利にしてほしい。
雑草や木などが伸びすぎて、車の運転の死角になるところが多いで
す。将来に向けての環境整備も大事ですが、足元どころの環境整備も
大事だと思います。
豊田市の環境行政がどんなことをしているのか よく知らないので意
見はありません
豊田市は都心部から少し離れたらもう農山村部となる。
私は都市部で生活しているのでエコフルタウンやエコットなど先進的
なものを楽しめるが、山間部の人は、どのようにどんな形でその恩恵
を受けているのかなと思っています。



豊田市駅の中心部だけでやっている打ち水イベントを、広く市の広範
囲でやってほしいです。市民みんなで実施すればどの程度市の温度が
下がるのか知りたいです。
1500w非常電源付きのハイブリッドカーや電気自動車を購入したら
市の補助が得られるようにしてほしいです。

豊田市独自に地域別の気象情報が欲しい。
市街地と山間地では気温差が、あって当たり前なのですがテレビ等で
は正確な情報が得られません。
豊田市内における気候変動や環境行政については
知らない市民が多いのではないでしょうか。
もう少し市民に拡げる必要があると思います。

毎日、全国一の高温を記録する豊田市です。
仕方ない、と放っておかずに
世界を、日本を住みやすい国土に向かっていく
世界的な政策をすすめ、方策を実施してほしい。
民間の力を利用して。
世界一のトヨタだ。がんばれ。垣根を越えて。
豊田市の気温の上昇が激しいのは、車社会だからですか？
名鉄新豊田駅から中央館へ向かうぺデイストリアンデッキや松坂屋、
t-faceへのペディストリアンデッキ、以前は猛暑対策で冷涼ミストの
噴霧がなされていたが、復活していただけませんか。


